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               ◎テーブルマスター  ○サブマスター  （ 敬称略 ） 

 
テーブル 

Ｎｏ． 
           会 員 名 

Ｎｏ．１ ゲスト・石田・永田・髙橋・坂東・寺井 

Ｎｏ．２ ◎福原・○吉村・山本（邦）・鍬田・森本・郡・溝手・西井 

Ｎｏ．３ ◎中村（健）・○平尾・末澤・荒木・木川・梅本・北村・大矢 

Ｎｏ．４ ◎寺杣・○田邉・箕村・山本（喬）・御木・髙松・阪本・西浦 

Ｎｏ．５ ◎髙田・○在本・川本・衣斐・橋本・重里・井戸・坂本 

Ｎｏ．６ ◎川原・○柳澤・中川・仲西・勝見・西原・二宮・小寺 

中村（修）・ 中島 ・ ＳＡＡ 

  （会長）       （幹事）     

地区ビジョン  

私たち第2660地区はRIテーマを理解し、地域の

特性にあった活動することにより具現化しま

す。 

ロータリーの原点である親睦と職業奉仕を根

幹とし、世界及び地域社会でよい変化を生み

出します。 

それぞれが「魅力ある、元気ある、個性ある」

クラブになることを目指します。 

地区中期5か年目標(2017-18～2021-22) 

１ クラブのサポートと強化   

２ 人道的奉仕の重点化と増加 

３ 公共イメージと認知度の向上 

2019-20年度 地区年次目標 

１ クラブビジョンの策定   

２ 会員基盤の強化を図る 

３ ポリオ撲滅への協力   

４ ロータリー財団への寄付増進 

５ 米山記念奨学金への寄付増進  

６ 公共イメージの向上を図る 

2019-20年度 地区スローガン 

«Stand By You» ～あなたと共に～ 

１ 常に相手の目線に立ったロータリーの奉

仕活動を 

２ 新会員と共に 

当クラブの「本年度の運営と活動方針」 

上記のRIテーマと地区ガバナー方針に沿って

活動して参りましょう。当クラブのテーマを「一

歩前進」といたします。 

奉仕活動や、プロジェクトのインパクトを成

長させること、永続している事業は引き続き行っ

て参ります。現在会員数が50名を切っており多く

 

 

 

 

 

 

 

 
『疾風に勁草を知る』 

   会長  中村 修 

本年度、歴史と伝統のある大阪天満橋ロータ

リークラブの会長に推挙頂きました。浅学非才の

私で会長職が務まるのかと緊張と重責に身の引

き締まる思いです。 

私といたしましては、余り理事、役員につか

ず、気楽にロータリーライフを享受させて頂きま

した。まさか私がこの歳になって会長の重責が

回ってくるとは、青天の霹靂でした。もとよりお

受けした以上は、皆様の協力をお願いして明るく

楽しいクラブ運営に努めたいと思います。全力で

頑張りますのでご指導ご鞭撻のほどよろしくお

願いいたします。 

本年度のRI会長は米国アラバマ州のマーク・ダ

ニエル・マローニー氏であります。会長のテーマ

は「ロータリーは世界をつなぐ」であります。ロー

タリーの礎は「つながり」です。ロータリーの奉

仕を通じて、有能で思慮深く、寛大な人びとが手

を取り合い、行動を起こすためのつながりを築い

て貰いたいと仰っておられます。 

本年度国際ロータリー第2660地区ガバナーは

大阪西南ロータリークラブの四宮孝郎氏です。 

☆☆ 今日のプログラム ☆☆ 

１）例 会 （2476回） 

２）国旗およびロータリー旗に礼 

３）ソング  君が代・奉仕の理想 

４）卓 話 「会長・副会長・幹事・ 

          理事・役員就任挨拶」 

         中村 修会長 ほか 

   次週（７月１１日）のお知らせ 

１）例 会 （2477回） 

２）ソング  それでこそロータリー 

３）卓 話 「自動車の話」 

             西原 潔会員 
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事務局電話(06)6344-0120 FAX(06)6344-0126 ホテル電話(06)6347-7111 

E-mail:temma-rc@temmabashi-rc.com   http://temmabashi-rc.com 

第2660地区 大阪天満橋ロータリークラブ 創 立 昭和42年(1967)11月4日 

OSAKA-TEMMABASHI 

事務局 〒530-0001 大阪市北区梅田1丁目3番1-1100号 大阪駅前第1ﾋﾞル11階 

例 会 毎週木曜日 12時30分 ヒルトン大阪 ４F 

会 長 中村 修  幹 事 中島 清治  ｿﾝｸﾞ･ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ・広報委員長 坂東 信幸 

ROTARY Club Weekly Bulletin 

＜四つのテスト＞１．真実かどうか ２．みんなに公平か ３．好意と友情を深めるか ４．みんなのためになるかどうか 

2019-2020年度RIテーマ 



の事業を行うためには、会員増強が最重要課題で

す。 

① 退会防止 ②若手の入会  

③魅力ある、クラブ作り 

中、長期計画を立てて、全会員が一名でも多く

の新人を紹介して頂いて5年後、10年後には是非

とも７０名に持っていきたいと願っています。是

非検討していただきたいのは、女性会員の入会で

す。 

伝統は守るべきものではなく、新しく積み上

げていくものだと思います。大阪天満橋ロータ

リークラブ発展の為、理事、役員、会員の皆様ご

指導ご協力の程よろしくお願いいたします。 

「身も捧げ 心も捧げる ロータリー」 
 ＊＊ 先々週 の 例 会 報 告 ＊＊ 

☆☆ 会 長 報 告 ☆☆ 

皆様こんにちは。 

大変残念ながら本日の例会が会長として最後

の例会となりました。 

台湾ヤンミンロータリークラブのチャーター

メンバーでありましたステンレス（林文雄）様の

お別れの会が１８日（水）ステンレス様の所有し

ております美術館で行われました。郡会員と梅本

会員がヤンミンロータリークラブの例会に出席

した後、お別れの会にも参列されました。 

６月１３日（木）大阪倶楽部にて、大阪中之島

ロータリークラブ様のお世話により、三世代クラ

ブ有志合同懇親会が開催されました。大阪中之島

ロータリークラブ様が次年度ロータリーデーと

フレッシュロータリアン交流会のホストを務め

られ、またＩＭ第６組のガバナー補佐に北村様が

就任されるとの事で、当クラブからは事務局員を

含め合計１２名が参加しました。三世代は何回も

懇親会を行っておりますので、なごやかな２時間

でした。 

６月１９日（水）ＩＭ第６組会長・幹事会（六

輪会）が太閤園で新旧合同として行われました。

現会長が次年度会長・幹事を紹介するなど４１名

の出席があり賑やかな六輪会でした。旧の方は

晴々としており、新の方は緊張の中にも意欲を感

じました。 

あと残りの会合は、本日６時より行われます

新旧理事・役員・委員長懇親会と２６日（水）に

錦城閣で行われますラックの最終例会のみとな

りました。１年間のご協力に感謝いたします。有

難うございました。 

☆☆ 幹 事 報 告 ☆☆ 

① 本日 7・8月卓話予定表をお届けしていますの

で、担当になられた方は3週間前までにテーマ

及び卓話者を事務局までお願いいたします。 

② 「新旧理事・役員・委員長懇親会」が本日18：

00より帝国ホテル 22階にて開催されます。関

係各位宜しくお願いいたします。 

③ 本日例会終了後 恒例の会長と次年度会長の

木槌の引継ぎを行います。 

④ 本日例会終了後 7月度定例理事会（新旧合同）

が4F「銀河の間」にて開催されます。関係各位

よろしくお願いいたします。 

⑤ 次週6月27日（木）は定款により休会にさせて

頂きます。なお、事務局もお休みさせていただ

きます。 

☆☆ 7 月度理事会決定事項 ☆☆ 

・献血事業決算承認 

・溝手会員の退会撤回承認 

・安田会員の退会承認 

・補正予算に関して承認 

・次年度予算承認 

・次年度年次計画行事予定表承認 

  ☆☆ にこにこ箱 ☆☆ 敬称を略す 

在籍30年の付き合いありがとうございました。 

 安田 義治 

1年間 会員皆様に感謝して 髙田 肇 

1年間ありがとうございました！大変勉強にな

りました！ 田邉 三郎 

髙田会長・川原副会長・田邉幹事 一年間おつ

かれ様でした。 中村 修 

髙田会長 理事メンバーの皆様おつかれさまで

した。次年度がんばります！！ 中島 清治 

髙田会長1年間ご苦労様でした。 川本 浩 

髙田会長、田邉幹事 この一年間よくおつとめ

頂きました。心より感謝申し上げます。  

 坂本 一民   

会長はじめ役員の皆様、一年間大変有難うござ

いました。 井戸 幹雄 

髙田会長・川原副会長・田邉幹事・理事の皆さ

ん方、一年間おつかれさまでした。 衣斐 孝雄 

髙田会長・川原副会長・田邉幹事 一年間お疲

れ様でした。 橋本 守之 

髙田会長・川原副会長・田邉幹事 一年間ご苦

労様でした。 南川 和茂   

髙田会長・川原副会長・田邉幹事 一年間御苦

労様でした。メークアップを含む一年間皆出席

自祝 中村 健輔   

 ☆☆ 出 席 報 告 ☆☆（ ）内は会員総数を基準とした値 

国内ビジター ０名 会員総数 49名 

国内ゲスト  ５名 会員出席 35名(43名) 

外国ビジター ０名 出席規定適用免除 19名 

外国ゲスト  ０名 会員欠席  8名 

6月20日の出席率 81.40％ 

5週間前（5月30日）の 

メークアップを含む出席率 90.70％ 

メークアップ実施会員     1名（欠席者 5名) 

髙田会長・川原副会長・田邉幹事外理事役員の

皆様お疲れ様でした。 石田 道夫 

髙田会長・田邉幹事 一年間ご苦労様でした。 

 福原 哲晃 

髙田会長・副会長・幹事・理事役員の皆様 一

年間ご苦労様でした。 鍬田 充生 

髙田会長・田邉幹事・川原副会長・役員の皆様 

一年間お疲れ様でした。 山本 喬一 

髙田会長・川原副会長・田邉幹事1年間おつか

れさまでした。 在本 茂 

髙田会長・川原副会長・田邉幹事 一年間ご苦

労様でした。会員の皆様ありごとうございまし

た。          会員強化組織委員会 

にこやかな表情の髙田会長・田邉幹事・理事役

員の皆様 一年間大変お世話になりました感謝 

 永田 秀次 

髙田会長・田邉幹事・役員の皆様 一年間お世

話になりました。 末澤 正大 

ホームクラブ一年間皆出席自祝 髙松 貞彦 

ホームクラブ一年間皆出席自祝 中川 政照

年間皆出席自祝 石田 道夫 

ホームクラブ皆出席自祝 髙田 肇   

メークアップを含む一年間皆出席表彰自祝 

 永田 秀次   

メークアップを含む一年間皆出席自祝 

 中島 清治 

会長幹事理事役員の皆様 お世話になりまし

た。お陰様でホームクラブ皆出席できました。

 寺杣 晃一 

皆出席自祝＆会長・幹事他役員の皆様1年間お

世話になりました。 平尾 彰彦 

1年間皆出席自祝 髙橋 俊起 

郡さん、梅本さん 大変暑い中、台北陽明RCお別

れの会に一泊二日でのご出席誠にお疲れ様でし

た。頭が下がります。 川原 和彦 

郡・梅本会員 台北陽明RC 林会員お別れの会弔

問お疲れ様でした。 寺杣 晃一 

最終例会・理事会・懇親会欠席のお詫び。 

いろいろとお世話かけました。 大矢 平治 

中川先輩色々大変お世話になり有難うございま

す。 石田 道夫           

令和元年6月20日  合計金   228,000円 

          累計金 2,853,400円 

☆☆ 木槌伝達式 ☆☆ 

2018-19年度髙田 肇会長より2019-2020年度中

村 修会長に木槌が引き継がれました。 

－－ＩＭ６組六輪会 －－ 

6月19日太閤園でIM6組六輪会に中村会長エレ

クトがデビューしました。各クラブ新旧会長幹

事が参加し、「お疲れ様でした」と「宜しくお願

いします」が入り交じり大変盛り上がりました。 

－－ 新旧理事・役員・委員長懇親会－－  

6月20日帝国ホテルにて新旧理事役員委員長

懇親会を行いました。田邉幹事司会の下、髙田会

長挨拶から始まり、中川次年度親睦委員長にご

手配頂いた美味しいフレンチを頂きながら、新

旧それぞれの想いを一人一人発表しました。 

事務局の足立さん、八田さんにもご参加頂き、次

年度に向けたとても有意義な時間を過ごす事が

できました。 

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆ 

鰻ざく 

北あかり饅頭 トマト・バジル餡掛け 

鱒照り焼き 若桃蜜煮 初神 

生姜御飯 ゆかり 田舎味噌仕立て 香の物 

抹茶大福・塩大福 

コーヒー又は、紅茶  


